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１．西東京市生涯学習連絡調整会議設置要領

第１　設置
　西東京市における生涯学習に関する施策・事業を、総合的かつ効果的に推進していくため、西
東京市生涯学習連絡調整会議（以下「会議」という。）を設置する。

第２　所掌事項
会議は、次の各号に掲げる事項について処理する。
⑴　生涯学習推進計画の進行管理に関すること。
⑵　生涯学習推進計画の実施及び総合調整に関すること。
⑶　その他生涯学習推進に関して必要な事項。

第３　組織　
会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、必要に応じ代理出席を認める。

２　会議に、必要に応じて実務者による担当部会を設けることができる。

第４　議長及び副議長
会議に議長、副議長を置く。

２　会議の議長は、企画部企画政策課長を、副議長は、教育部教育企画課長をもって充てる。
３　議長は、会務を総理し、会議を代表する。
４ 　副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

第５　会議
会議は、議長が招集し、会議の議長を務める。

２ 　議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第６　任期
会議の委員の任期は、任務が終了するまでとする。

第７　庶務
会議の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

第８　その他
この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

　　　附　則
この要領は、平成16年４月1日から施行する。
　　　附　則
この要領は、平成16年10月1日から施行する。
　　　附　則
この要領は、平成18年４月1日から施行する。
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　　　附　則
この要領は、平成19年７月1日から施行する。

●別表（第３関係）

企画部

企画政策課長

情報推進課長

広報広聴担当課長

生活環境部

生活文化課長

みどり公園課長

環境保全課長

危機管理室 危機管理室主幹

福祉部

生活福祉課長

障害福祉課長

高齢者支援課長

子育て支援部 子育て支援課長

教育部

教育企画課長

学校運営課長

教育指導課長

社会教育課長

スポーツ振興課長

公民館長

図書館長



��

２．西東京市生涯学習連絡調整会議委員名簿

（平成21年3月31日現在）

所属 職　　名 氏　　名

企画部

企画政策課長（議長）  柴原　洋

情報推進課長  坂本　眞実

広報広聴担当課長  佐藤　秀一

生活環境部

生活文化課長  飯島　享

みどり公園課長  山本　一彦

環境保全課長  大和田　康史

危機管理室 危機管理室主幹  東原　隆

福祉部

生活福祉課長  松川　聡

障害福祉課長  青崎　公博

高齢者支援課長  森本　潔

子育て支援部 子育て支援課長  森下　直彦

教育部

教育企画課長（副議長）  青柳　昌一

学校運営課長  富田　和明

教育指導課長  前島　正明

社会教育課長  波方　幹徳

スポーツ振興課長  飯島　伸一

公民館長  相原　昇

図書館長  小池　博
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３．西東京市生涯学習連絡調整会議部会委員名簿

任期　　平成20年1月31日〜平成21年3月4日

所　属 課　　　名 氏　　名

企画部 企画政策課 ○古厩　忠嗣

福祉部 生活福祉課 　伊佐　英夫

子育て支援部 子育て支援課
　荒木　 弘   （20.3.31まで）

　萩原　直規

生活環境部

生活文化課 　新井　延男

環境保全課
　大和田　康史（20.3.31まで）

　三城　美也

教育部

教育企画課 ◎清水　達美

社会教育課 　小関　俊典

スポーツ振興課 　佐々木　健吾

公民館
　神田　園子  (20.6.28まで）

　近藤　均

図書館 　奈良　登喜江

　　　　　　　　◎会長　　○副会長　　
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４．西東京市生涯学習推進計画策定懇談会設置要綱

第１　設置
　西東京市における生涯学習の推進に関する施策を、総合的かつ全庁的に推進し、市民の声を計
画に反映させるために、西東京市生涯学習推進計画策定懇談会（以下「懇談会」という。）を設置
する。

第２　所掌事項
懇談会は、次の各号に掲げる事項について処理する。
⑴　生涯学習推進計画の策定及び実施に関して意見を述べること。
⑵　生涯学習に係る諸施策に関して意見を述べること。

２　懇談会は、前項の事項について調査・検討し、その結果を教育長に報告するものとする。

第３　組織　
懇談会は、委員を10人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから、教育長が任命する。
⑴　学識経験者 １人
⑵　学校教育関係者 １人
⑶　社会教育･スポーツ活動関係者 ２人以内
⑷　保健、福祉活動の関係者 ２人以内
⑸　ＮＰＯ、ボランティア団体等の関係者 ２人以内
⑹　公募による市民 ２人以内

２　懇談会に委員の互選により、座長及び副座長を置く。
３　懇談会は、座長が招集し、座長が会議の議長を務める。
４　座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
５　委員が懇談会の会議に出席したときは、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

第４　任期
懇談会は、平成23年度末までとする。

２　懇談会委員の任期は、２年度とする。ただし、再任を妨げない。

第５　庶務
懇談会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

第６　委任
この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

　　　附　則
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
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５．西東京市生涯学習推進計画策定懇談会委員名簿

区　　　　分 氏　　　　名 備　　　　　考

学識経験者 ◎　貝塚　茂樹 武蔵野大学文学部教授

学校教育関係者 　　金子　雅彦 けやき小学校長

社会教育・スポーツ
活動関係者

　　松嶋  　真 社会教育委員

　　三原　重子 スポーツ振興審議会委員

保健活動関係者 　　白倉　悦子
NPO法人
ハートフィールドたなし工房

福祉活動関係者 　　飯塚　和幸 西東京市社会福祉協議会 

NPO、ボランティア
団体等の関係者

　　水井　高志 NPO法人　西東京花の会

　　有馬　将由 きらっとシニア倶楽部

公募による市民

　　小田　啓子 西東京スクエアダンスクラブ

○　川口　順啓 大学客員教授

任期　　平成20年6月1日〜平成21年3月31日

◎座長　　○副座長
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６．�西東京市生涯学習推進計画策定審議経過

平成19年11月26日
平成19年度第1回西東京市生涯学習連絡調整会議

１．次期西東京市生涯学習推進計画の策定について
２．作業部会の設置について

平成20年1月31日
第1回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．次期西東京市生涯学習推進計画策定の基本方針について
２．平成19年度生涯学習推進計画進捗状況調査表について

平成20年2月19日
平成19年度第2回西東京市生涯学習連絡調整会議

１．次期西東京市生涯学習推進計画の策定について

平成20年2月29日
第２回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．平成19年度生涯学習推進計画進捗状況について

平成20年3月27日
第３回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．平成19年度生涯学習推進計画進捗状況について

平成20年4月16日
第４回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．平成19年度生涯学習推進計画進捗状況について

平成20年5月26日
第５回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．平成19年度生涯学習推進計画進捗状況のまとめ
２．次期西東京市生涯学習推進計画の考え方について

平成20年6月5日

平成20年度第1回西東京市生涯学習連絡調整会議
１．平成19年度生涯学習推進計画進捗状況のまとめについて
２．次期西東京市生涯学習推進計画の考え方について
３．西東京市生涯学習推進計画策定懇談会について

平成20年6月24日

第１回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会
１．西東京市生涯学習推進計画の基本的な考え方と方針等について
２．生涯学習をめぐる国、都、西東京市の動向について
３．生涯学習に関する市民意識調査について

平成20年7月3日
第６回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．西東京市生涯学習推進計画策定懇談会について
２．今後のスケジュールについて

平成20年7月10日
第２回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．西東京市生涯学習推進計画策定に向けた市民意見の反映方法

平成20年7月25日〜7月31日　生涯学習にかかわるインターネットアンケート調査実施

平成20年8月7日〜8月21日　生涯学習グループインタビュー実施

平成20年8月27日
第７回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．現行計画の進捗状況について
２．意識調査について

平成20年8月28日
第３回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．西東京市生涯学習推進計画の進捗状況と今後の進め方について
２．生涯学習に関する市民意識調査について
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平成20年9月30日
第４回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．次期西東京市生涯学習推進計画事業の検討

平成20年10月1日
第８回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．次期西東京市生涯学習推進計画事業の検討

平成20年10月2日
平成20年度第２回西東京市生涯学習連絡調整会議

１．次期西東京市生涯学習推進計画の策定経過について
２．次期西東京市生涯学習推進計画事業の検討

平成20年10月9日
第５回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．次期西東京市生涯学習推進計画の事業
２．オープンスタイルでの意見交換会の実施について

平成20年11月10日
第９回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．次期西東京市生涯学習推進計画（素案）の検討

平成20年11月13日
第６回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．次期西東京市生涯学習推進計画（素案）の検討

平成20年11月22日・11月25日　オープンスタイルでの意見交換会

平成20年12月11日
第７回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．次期西東京市生涯学習推進計画（素案）の検討

平成20年12月15日〜平成21年1月14日　パブリックコメントの実施

平成21年1月8日
第８回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．次期西東京市生涯学習推進計画（素案）の検討

平成21年1月29日
第10回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．次期西東京市生涯学習推進計画（素案）の検討

平成21年2月12日
第９回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１．次期西東京市生涯学習推進計画（素案）の検討

平成21年3月 4日
第11回西東京市生涯学習連絡調整会議部会

１．次期西東京市生涯学習推進計画（素案）の検討

平成21年3月 5日

平成20年度第３回西東京市生涯学習連絡調整会議
１ ．西東京市生涯学習推進計画（平成21年度〜平成25年度）案に

ついて
２．パブリックコメント実施結果について

平成21年3月23日
第10回西東京市生涯学習推進計画策定懇談会

１ ．西東京市生涯学習推進計画（平成21年度〜平成25年度）の成
案について
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７．西東京市生涯学習推進計画策定作業経過

庁内

【11月・2月】
平成19年度　第1回・第2回
西東京市生涯学習連絡調整会議

【1月～3月】
第1回～第3回

西東京市生涯学習連絡調整会議部会

【6月】
平成20年度　第1回

西東京市生涯学習連絡調整会議

【10月・3月】
平成20年度　第2回・第3回
西東京市生涯学習連絡調整会議

【10月・11月・１月・３月】
第8回～第１１回

西東京市生涯学習連絡調整会議部会

【4月・5月・7月・8月】
第4回～第7回

西東京市生涯学習連絡調整会議部会

【6月～9月】
第1回～第4回

西東京市生涯学習推進計画
策定懇談会

【10月～3月】
第5回～第10回

西東京市生涯学習推進計画
策定懇談会

【7月】
生涯学習にかかわる
インターネット
アンケート調査

【8月】
生涯学習
グループ
インタビュー

【11月】
オープンスタイル
での意見交換会

【12月～1月】
パブリック
コメント

平成19年度 平成20年度上期
（平成20年4月～9月）

平成20年度下期
（平成20年10月～平成21年3月）

懇談会

調査

主な検討内容

■生涯学習グループインタビューの様子
　平成20年8月7日～8月21日にかけて、市内で生涯学習活動を
行う14団体へのグループインタビューを実施しました。
　活動の現状と課題、公共施設の課題、地域や学校への関心、西
東京市の生涯学習施策に関する意見などについての聞き取り調査
を行い、さまざまな分野の団体から多様な意見をいただきました。
その中で、「生涯学習の参加希望者に対する講座数、講座内容の充
実」「生涯学習に関係する団体・機関の連携強化」「公共施設の利便
性向上」などが共通の課題として浮かび上がってきました。
市ではこうした貴重な意見を参考にして議論を進め、各施策にで
きるだけ反映させながら西東京市生涯学習推進計画（平成21年度
～平成25年度）の策定に取組みました。

■オープンスタイルでの意見交換会の様子
　平成20年11月22日、11月25日の両日、保谷駅前公民館ロビー
（22日）と田無アスタセンターコート（25日）において意見交換会
を実施しました。本計画の内容に関するパネルを展示し、随時、担
当者が来訪者に説明をしながら質問に答えるという自由参加形式
（オープンスタイル）で行いました。約80名の市民の方にご来訪い
ただき、アンケートにもお答えいただきました。
　その中で、「生涯学習に関心はあるが具体的な情報が不足してい
る」「希望する内容の講座はあるが時間・場所などの条件が合わない」
といった意見が多く挙がりました。
　西東京市生涯学習推進計画（平成21年度～平成25年度）には、こ
うした課題に対応するための施策・事業の展開を盛り込みました。

写真上・下：当日の様子▶

・次期西東京市生涯学習推進計画の考え方
・西東京市生涯学習推進計画策定懇談会
・次期西東京市生涯学習推進計画事業
・次期西東京市生涯学習推進計画（素案）
　　　　　　　　　　　　　　　　など

・西東京市生涯学習推進計画の考え方と方針
・西東京市生涯学習推進計画に向けた市民
　意見の反映方法
・次期西東京市生涯学習推進計画事業
・次期西東京市生涯学習推進計画（素案）

など

・市民の生涯学習に関する参加の実態、参
　加への動機付け
・生涯学習に参加している団体の意識及び
　活動の現状と課題
　　　　　　　　　　　　　　　　など

資　

料



��

庁内

【11月・2月】
平成19年度　第1回・第2回
西東京市生涯学習連絡調整会議

【1月～3月】
第1回～第3回

西東京市生涯学習連絡調整会議部会

【6月】
平成20年度　第1回

西東京市生涯学習連絡調整会議

【10月・3月】
平成20年度　第2回・第3回
西東京市生涯学習連絡調整会議

【10月・11月・１月・３月】
第8回～第１１回

西東京市生涯学習連絡調整会議部会

【4月・5月・7月・8月】
第4回～第7回

西東京市生涯学習連絡調整会議部会

【6月～9月】
第1回～第4回

西東京市生涯学習推進計画
策定懇談会

【10月～3月】
第5回～第10回

西東京市生涯学習推進計画
策定懇談会

【7月】
生涯学習にかかわる
インターネット
アンケート調査

【8月】
生涯学習
グループ
インタビュー

【11月】
オープンスタイル
での意見交換会

【12月～1月】
パブリック
コメント

平成19年度 平成20年度上期
（平成20年4月～9月）

平成20年度下期
（平成20年10月～平成21年3月）

懇談会

調査

主な検討内容

■生涯学習グループインタビューの様子
　平成20年8月7日～8月21日にかけて、市内で生涯学習活動を
行う14団体へのグループインタビューを実施しました。
　活動の現状と課題、公共施設の課題、地域や学校への関心、西
東京市の生涯学習施策に関する意見などについての聞き取り調査
を行い、さまざまな分野の団体から多様な意見をいただきました。
その中で、「生涯学習の参加希望者に対する講座数、講座内容の充
実」「生涯学習に関係する団体・機関の連携強化」「公共施設の利便
性向上」などが共通の課題として浮かび上がってきました。
市ではこうした貴重な意見を参考にして議論を進め、各施策にで
きるだけ反映させながら西東京市生涯学習推進計画（平成21年度
～平成25年度）の策定に取組みました。

■オープンスタイルでの意見交換会の様子
　平成20年11月22日、11月25日の両日、保谷駅前公民館ロビー
（22日）と田無アスタセンターコート（25日）において意見交換会
を実施しました。本計画の内容に関するパネルを展示し、随時、担
当者が来訪者に説明をしながら質問に答えるという自由参加形式
（オープンスタイル）で行いました。約80名の市民の方にご来訪い
ただき、アンケートにもお答えいただきました。
　その中で、「生涯学習に関心はあるが具体的な情報が不足してい
る」「希望する内容の講座はあるが時間・場所などの条件が合わない」
といった意見が多く挙がりました。
　西東京市生涯学習推進計画（平成21年度～平成25年度）には、こ
うした課題に対応するための施策・事業の展開を盛り込みました。

写真上・下：当日の様子▶

・次期西東京市生涯学習推進計画の考え方
・西東京市生涯学習推進計画策定懇談会
・次期西東京市生涯学習推進計画事業
・次期西東京市生涯学習推進計画（素案）
　　　　　　　　　　　　　　　　など

・西東京市生涯学習推進計画の考え方と方針
・西東京市生涯学習推進計画に向けた市民
　意見の反映方法
・次期西東京市生涯学習推進計画事業
・次期西東京市生涯学習推進計画（素案）

など

・市民の生涯学習に関する参加の実態、参
　加への動機付け
・生涯学習に参加している団体の意識及び
　活動の現状と課題
　　　　　　　　　　　　　　　　など




